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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 031 京都抹茶冷菓 (アイ

スバー) 

異性化液糖（国内製造）、砂糖、水あめ、乳製品、植物油
脂、抹茶、ほうじ茶パウダー／安定剤（増粘多糖類）、乳化
剤、香料、（一部に乳成分を含む） 

 

2 032 ハワイアンホースト

マカデミアナッツチョ

コレートアイス 

準チョコレート(植物油脂、砂糖、乳製品、ココアパウダー、カ
カオマス)(国内製造)、乳製品、砂糖、マカデミアナッツ加工
品、チョコレート、水飴、ココアパウダー、カカオマス、食塩／
乳化剤、安定剤(増粘多糖類、加工デンプン)、香料、(一部
に乳成分・大豆を含む) 

 

3 035 三重県産真鯛のカ

ルパッチョ 

マダイ（養殖、三重県産）タレ（異性化液糖（国内製造）、食
用植物油脂、ぶどう酢、食塩、玉ネギ、ニンニク、レモン果
汁、コショウ、グレープフルーツ果汁、魚介エキス（魚介類）、
ディルウィード、赤ピーマン）／増粘剤（加工澱粉、キサンタ
ン）、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、クチナシ黄色素、
（一部に大豆・魚介エキス（魚介類）・小麦を含む）  

9 100 ホイコーロー丼セッ

ト 

【野菜】キャベツ（国産）、赤パプリカ【豚肉】豚肉、（一部に豚
肉を含む）【中華味噌炒めのたれ】味噌、砂糖、還元水飴、
発酵調味料、豆板醤、ニンニク、植物油脂、醤油、ガラスー
プ調味料、酵母エキス／増粘剤（加工澱粉）、香辛料抽出
物、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む） 

 

12 130 鶏トロの金沢白糀漬 鶏肩小肉（国産）、米こうじ加工品（米こうじ、玄米、食塩）、
本みりん／酒精 

 

13 134 ホテルオークラ桃花

林 焼餃子 

野菜（キャベツ（国産）、にら、にんにく）、豚肉（国産）、豚
脂、しょうゆ、清酒、砂糖、ごま油、食塩、酵母エキス、香辛
料、皮（小麦粉、加工油脂、麦芽糖、食塩）／加工でん粉、
酒精、（一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む） 

 

13 137 神戸三田屋イタリア

ンパスタ (自家製ベ

ーコンとトマトピュー

レ) 

めん〔スパゲティ（デュラム小麦のセモリナ）（イタリア製造）〕、
有機トマトピューレー、有機トマト加工品、野菜（ほうれん草、
たまねぎ）、ベーコン、植物油脂、トマトペースト、にんにくペ
ースト、砂糖、香味食用油、分離液状ドレッシング、魚介エキ
ス、食塩、ビーフエキス調味料、チキンエキス調味料、しょう
ゆ、香辛料／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、リン酸塩
(Ｎａ)、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（エリソルビン酸）、
保存料（ソルビン酸Ｋ）、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎａ）、（一
部に卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・魚介エキス（魚介類）
を含む） 

 

13 138 神戸三田屋クリーム

パスタ (自家製ベー

コンと北海道産生乳

クリーム) 

めん〔デュラム小麦のセモリナ（国内製造）、小麦粉、卵黄
粉、小麦たん白、食塩／加工でん粉、着色料（クチナシ）〕、
ベーコン、乳等を主要原料とする食品、ブロッコリー、植物油
脂、ファットスプレッド、クリーム、チーズフード、卵黄粉、チキ
ンエキス調味料、ワイン、全粉乳、プロセスチーズ、砂糖、食
塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加
工でん粉）、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（エリソルビン酸）、
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保存料（ソルビン酸Ｋ）、香料、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎ
ａ）、着色料（カロチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

26 421 米粉のプチパン ミックス粉（米粉、小麦たん白、麦芽糖）（国内製造）、小麦
粉、還元水あめ、ホエイパウダー、加工油脂、パン酵母、食
塩、食酢、発酵風味料、小麦たん白調製品／Ｖ．Ｃ、（一部
に小麦・乳成分を含む） 

 

27 445 かるしお銀鮭切身

(甘口) 

銀鮭（チリ産、養殖）、食塩、昆布エキス／酸化防止剤（Ｖ．
Ｃ、Ｖ．Ｅ）、（一部にさけを含む） 

 

28 467 北海道産根ぼっけ

開き 

ほっけ（北海道沖）、食塩 

 

29 494 国産芝えび南蛮漬

け 

野菜（たまねぎ（国産）、にんじん（国産））、穀物酢、芝えび
（国産）、砂糖、本みりん、しょうゆ、揚げ油（なたね油）、食
塩、酵母エキス、小麦粉、パン粉、植物性たん白、唐辛子、
大豆粉、粉末油脂／加工デンプン、増粘剤（加工デンプン、
増粘多糖類）、カゼイン Na、（一部に小麦・えび・乳成分・大
豆を含む） 

 

30 513 瀬戸内海産小女子

の磯辺揚げ 

イカナゴ（瀬戸内海産）、衣（小麦粉、でん粉、食塩、粉糖、
アオサ、大豆粉、ぶどう糖、チキンエキス、酵母エキス、小麦
たん白、昆布エキス）、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）  

33 541 国産若鶏のひとくち

カツ 

鶏肉（国産）、衣（パン粉、コーンフラワー、小麦粉、食塩、植
物油脂、砂糖、コーンスターチ、米粉、粉末状大豆たん白、
脱脂大豆粉）、食塩、粉末状大豆たん白、りんご発酵調味
液、しょうゆ、チキンスープ、発酵調味料、香辛料、おろしし
ょうが、おろしにんにく、酵母エキス／ｐＨ調整剤、増粘多糖
類、加工デンプン、膨張剤、乳化剤 

 

35 585 アンティエレモン&パ

セリ(無塩せきソーセ

ージ) 

豚肉（輸入、国産）、豚脂肪、食塩、加工酢、ポークエキス、
香辛料、豚コラーゲン、糖類（砂糖、水あめ）、レモン果汁／
リン酸塩（Ｎａ）、香辛料抽出物、（一部に豚肉を含む）  

37 629 厚切りポークハムカ

ツ 

チョップドハム（豚肉、食塩、粉末状植物性たん白、香辛料、
砂糖）、衣（パン粉（小麦を含む）、植物油脂、粉末状混合調
味料、大豆粉、粉末状植物性たん白、食塩、香辛料、水溶
性食物繊維）／加工デンプン、トレハロース、調味料（アミノ
酸等）、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、くん液、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、増粘多糖類、乳化剤、発色剤（亜硝酸Ｎａ） 

 

38 631 レンジで楽々 !!国産

さといものから揚げ 

さといも（国産）、衣（小麦粉、コーンフラワー、米粉、食塩、
ぶどう糖、デキストリン、粉末しょうゆ、脱脂粉乳、香辛料、砂
糖、しょうゆ、動物性たん白加水分解物、乳糖、乳清たん
白、粉末状大豆たん白、乾燥卵白、ポークエキス粉末、チキ
ンエキス粉末、酵母エキス粉末、植物油脂、野菜エキス粉
末、植物性たん白加水分解物）、揚げ油（なたね油）／加工
デンプン、膨張剤、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、着色料
（カロチノイド）、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 
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44 741 えびそば一幻えびま

ぜそば 

めん〔小麦粉（国内製造）、醗酵調味液、食塩、卵白粉末、
小麦たん白、植物油脂／加工でん粉、かんすい、トレハロー
ス、ソルビット、乳酸ナトリウム、増粘剤（アルギン酸エステ
ル、ブドウ糖多糖）、クチナシ色素、（一部に小麦・卵・大豆を
含む）〕、打粉（加工でん粉）味噌だれ〔味噌、植物油脂、砂
糖、豚油脂、食塩、ポークエキス、えび粉末、えび調味料、
香辛料、醸造酢／調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色
素、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（一部にえ
び・小麦・大豆・豚肉を含む）〕 

 

48 816 ピリ辛胡瓜ごぼう(し

ょうゆ漬) 

きゅうり､ごぼう､漬け原材料〔しょうゆ(小麦･大豆を含む)､アミ
ノ酸液(小麦を含む)､醸造酢､米発酵調味料､砂糖混合異性
化液糖､食塩､たん白加水分解物(豚肉を含む)､酵母エキス､
唐辛子〕／調味料(アミノ酸等)､アルコール､酸味料､酸化防
止剤(ビタミンＣ)､香辛料抽出物､乳酸Ｃａ 

 

49 845 のせるだけキーマカ

レー 

植物性たんぱく、鶏そぼろ、食用植物油脂、にんじん、トマト
ペースト、たまねぎ、チャツネ、カレー粉、醸造酢、ウスターソ
ース、ローストオニオンペースト、香辛料、食塩、砂糖／増粘
剤（加工デンプン、キサンタン）、グリシン、酢酸 Na、調味料
（アミノ酸等）、カラメル色素、乳酸 Na、pH 調整剤、酸味料、
香辛料抽出物、酵素、（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む） 

 

50 852 鯖味噌煮(八丁味噌

使用) 

さば（国産）、砂糖、みそ、でん粉、食塩、（一部にさば・大豆
を含む） 

 

50 853 オロナミン C ドリンク 糖類(砂糖(国内製造)、糖類(ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、
食塩/炭酸、香料、ビタミン C、クエン酸、カフェイン、ナイア
シンアミド、ビタミン B6、ビタミン B2、溶性ビタミン P、イソロイ
シン、トレオニン、フェニルアラニン、グルタミン酸 Na 

 

50 854 まめごろう (無選別

徳用) 

小麦粉（国内製造）、ピーナッツ、砂糖、マーガリン（大豆を
含む）、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩／膨張剤 

 

52 874 瀬戸内レモンクリー

ミードレッシング 

食用植物油脂（国内製造）、砂糖、醸造酢、加塩卵黄、食
塩、レモンパウダー、乾燥にんにく、マスタード、酵母エキス
パウダー、胡椒／調味料（アミノ酸）、酸味料、香料、増粘剤
（キサンタン）、マリーゴールド色素、（一部に卵・りんごを含
む） 

 

56 965 凄麺中華そばの逸

品 

めん（小麦粉（国内製造）、食塩、大豆食物繊維）、スープ
（しょうゆ、植物油脂、食塩、ポークエキス、動物油脂、チキ
ンエキス、糖類、たん白加水分解物、ニンニクペースト、酵母
エキス、メンマパウダー、香辛料）、かやく（味付豚肉、メン
マ、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酒精、かん
すい、カラメル色素、香料、酸味料、酸化防止剤（ビタミン
E）、クチナシ色素、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼ
ラチンを含む） 

 

56 966 凄麺鶏しおの逸品

(ゆず胡椒パウダー

付き) 

めん（小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維）、スープ（食
塩、動物油脂、糖類、植物油脂、チキンエキス、たん白加水
分解物、ポークエキス、デキストリン、酵母エキス、オニオン
エキス、ガーリックエキス、香辛料）、かやく（鶏肉団子、チン
ゲン菜、ゆず胡椒パウダー、赤ピーマン、ゆず）／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、酒精、かんすい、香料、増粘剤（キ
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サンタン）、酸化防止剤（ビタミン E、ビタミン C）、カラメル色
素、クチナシ色素、トレハロース、（一部に卵・小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

62 3317 国産りんごと塩キャ

ラメルのケーキ 

りんごシラップ漬け（国内製造）、砂糖、小麦粉、液鶏卵、植
物油脂、カラメルソース、水あめ、液卵白、乳等を主要原料
とする食品、油脂加工食品、食塩／糊料（加工でん粉、増
粘多糖類）、膨脹剤、乳化剤、グリシン、ｐＨ調整剤、香料、
着色料（カラメル、カカオ、カロチノイド）、酸味料、酸化防止
剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃａ、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・りんご
を含む） 

 

63 3339 イカのチリソース炒

め青梗菜添えセット 

【野菜】チンゲン菜（国産）、玉葱【イカ】イカ、（一部にイカを
含む）【チリソース】糖類（砂糖、水あめ）、トマトケチャップ、
植物油脂、ガーリックペースト、食塩、醸造酢、醗酵調味料、
玉ねぎ、ジンジャーペースト、野菜エキス、香辛料／調味料
（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、酸
味料、パプリカ色素、（一部に大豆を含む） 

 

65 3414 手軽にアレンジ国産

もち麦(大麦) 

もち麦（もち大麦（国産））、植物油脂（大豆を含む）／トレハ
ロース 

 

66 3431 きゅうりの茶漬青し

その実漬(刻み) 

きゅうり、大根、しその実、しょうが、漬け原材料［しょうゆ、食
塩、砂糖、たん白加水分解物］／調味料（アミノ酸等)、酸味
料、香料、 (一部に小麦・大豆を含む） 

 

66 3434 もっちり発芽玄米ブ

レッド 

小麦粉（国内製造）、玄米粉、砂糖、ショートニング、小麦た
ん白、発芽玄米、小麦全粒粉、パン酵母、黒糖蜜、食塩、加
工油脂、食酢、モルト、もちあわ、発酵風味料、もちきび／増
粘剤（アルギン酸エステル）、Ｖ．Ｃ、（一部に小麦・乳成分を
含む） 

 

68 3468 浅漬けの素(鰹だし) 食塩、還元水あめ、砂糖、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、醤
油、鰹エキス、鰹節／調味料（アミノ酸等）、塩化マグネシウ
ム含有物、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆を含
む） 

 

 

 


